
 

 

２０２２年 MFJ 全日本エンデューロ選手権シリーズ第 4 戦 九州大会 
全日本エンデューロ九州大会規則書（SR）  

 
1 総論 本大会は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会の定める２０２２年エンデューロ競技 

規則に基づき開催される。 
 

2 運営組織 

大会名 ：２０２２年 MFJ 全日本エンデューロ選手権シリーズ第４戦九州大会 

併催 ：２０２２年九州エンデューロ選手権シリーズ 第５戦 

運営主催： MFJ 九州地区エンデューロ部会 

公認 ： 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

協力 ： ㈱モトスポーツプロモーション 

後援   ： 山都町 

3 開催日時 

・開催日 ２０２２年 ７月３１日 

７月３０日（土）御所オートランド ゲートオープン 12:00～  

4. エントリー台数 ：限定120台 
5. クラス区分 

参加クラス ライセンス区分 ゼッケン色 
インターナショナルA エンデューロ国際A級ライセンス 赤地/白文字 
インターナショナルB エンデューロ国際B級ライセンス 紺地/白文字 

NA エンデューロ国内A級ライセンス 黄地/黒文字 
NB エンデューロ国内B級ライセンス 白地/黒文字 

ウィメンズ エンデューロ国内B級以上のエンデューロライセンス 紫地/白文字 
（ゼッケン左上にWを記載） 

承認クラス 
ジュニア 

9歳～16歳（開催当日）のMFJ競技ライセンス所持
者。 （ｴﾝｼﾞｮｲﾗｲｾﾝｽは対象外とさせて頂きます） 但し、
モトクロス・ロードレース・トライアル・スノーモビル
ジュニアライセンス所持者は 8歳（開催日当日）でも参
加可能とします。 

白地/黒文字 

承認クラス 
（B、C、CW） 

エンジョイライセンス 
エンデューロ及びその他競技ライセンス 

保険付帯の役員、及びピットクルーライセンス 

B=黒字/白文字 
C=緑地/白文字 
CW=白地/赤文字 

!



6. エントリー費 : １Days のみ 全クラス ￥15.000－（消費税 10％含む） 

7. 周回数：未定（後日発表）  

 
8. 参加申し込み ： WEB（インターネット申し込み） モトスポーツプロモーション H/P

 http://jecpromotion.com/ 

  決済方法はクレジットカード・コンビニ払いの２種類 

 
9. 申し込み期間：２０２２年6月27 日～ 7月11日まで 

 
10. 参加受理 ライセンス確認と入金確認後にメールにて受理通知をお送りいたします。 

 

11. 参加費の返金  不可抗力により大会が開催できなかった場合手数料差し引き返金する 

  参加者都合によるエントリーのキャンセルにつきましてはご返金ができません。 

 

12. 競技ライセンスは、いずれも２０２２年競技ライセンスであること（２０２３年３月末まで有効） 

 
13. 競技車両 MFJ エンデューロ競技規則に基づき用意されなければならない。 

 
14. タイヤ IA/IB クラスは 前後ともFIM タイヤを装着すること。その他のクラスは自由。 

    

15. ノイズコントロール MFJ 規則：2ｍＭＡＸ １１２㏈以下とする 

 ※IA・IBは競技終了後に測定する場合があります。 

 
16. 競技規則 

全日本エンデューロ競技規則に基づきます 

距離あくまでも暫定です（コースレイアウト等で、指定持ち時間等の変更はあります） 

周回数と距離は未定（後日発表） 

 スペシャルテスト １周に付き２箇所  

17. スタート＆ゴール 

 ①スタート場所にて指定時間１５分前にパルクフェルメに入場 *タイムカード発行 

 ②スタート１０分前ワーキングエリア入場 

 ③１分前スタートライン整列 

 ３～４台１分間隔でスタート 

 ④ゴール 指定ゴール時刻に沿ってタイムチェック行い最終回のゴールライン通過は、早着ペナルティーなしとする。 

        音量測定実施 （IA･IB 各数名を予定） 

18. 燃料補給  タイムチェック手前の各選手パドックで行う 



 

19. 外部からの支援 MFJ 競技規則の項目 21 に準ずる・IA/IB のメカニックは、当該有効なピットクルーライ
センス、またはエンデューロライセンスが必要（その他クラスのピットクルーはライセンス
不要） 

 

20. その他 ペナルティー（基本はMFJ競技規則に準ずる） 

＊スタートエリアでスタート合図前にエンジン始動・・・・・・・・・・・１分加算 

＊スタート合図後１分以内に 20ｍライン通過しなかった・・・・・・・・１０秒加算 

＊スタートライン到着遅れ１分ごとに・・・・・・・・・・・・・・・・・1 分加算 

＊タイムチェックで黄色旗とコントロールテーブル間で停止しなかった・・１分加算 

＊タイムチェックに早着・遅着は１分ごとに・・・・・・・・・・・・・・１分加算 

＊スペシャルテストにてコース外れその地点に戻らず復帰した場合・・・・５分加算 

＊タイムオーバー 規定時間を６０分以上オーバーした場合・・・・失格 
 
21. 洗車 

会場には洗車の設備がございません。エリア内指定場所にて水道設備は使用できますので、譲り合って使用してくださ
い。 

＊洗車機・洗車は全てのスケジュールが終了するまで禁止にいたします。 

＊駐車場ピット内エリアは、全車最徐行徹底！著しいライダーにはペナルティーが科せられます。 
 
22. トランスポンダー 

 ・トランスポンダーは受付にてお渡ししております。 

 ・破損・紛失・未返却の場合は、実費（10,000 円＋消費税）を主催者から請求させて頂きます。 
 
23. その他 
  競技当日7/31 競技開始までエンジン始動は禁止します。（場合によりペナルティー）  
  7月9日 このルールを削除しました。 
 
 熱中症対策として参加者は全員ハイドレーション（キャメルバック等）を使用すること（7月11日追記） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
タイムスケジュール 

７月 ３０ 日 9:00～ゲートオープン 順次入場可ですが、枠内整列厳守 場内誘導に従って下さい。 

７月 ３０ 日（土）       

受付 (全クラス） 15:00 ～ 17:30  

コース下見 13:00 ～ 17:00  

７月 ３１ 日（日）       

受付 (全クラス） 6:00 ～ 7:20  

車検（車両およびヘルメット）W、Jr、Ｂ、C、ＣＷ 6:00 ～ 6:20  

車検（車両およびヘルメット）ＮＡ，ＮＢ 6:20 ～ 7:00  

車検（車両およびヘルメット）全日本ＩＡ、ＩＢ 7:00 ～ 7:30  

ブリーフィング 7:30 ～ 7:45  

IA/IB/NA/NB/W/Jr  パルクフェルメ入場 7:50 ～   

IA/IB/NA/NB/W/Jr  競技開始 8:00 ～ 15:00  

競技終了 15:00 ～  競技終了後パルクフェルメへ 

暫定結果発表 (予定) 15:30 ～   

パルクフェルメ解除 (予定) 15:50 ～   

表彰式 (予定) 16:00 ～   

 

御所オートランド周辺近隣施設 

A：瀬戸病院   TEL 0967-75-0111 https://www.seto-hosp.or.jp/ 

矢部広域病院 TEL 0967-72-1121 https://yabekouiki.or.jp 

そよう病院    TEL  0967-83-1122   byoin@town.kumamoto-yamato.lg.jp 

B：宿泊泉施設（宿泊可） 1. 通潤山荘   上益城郡山都町長原192－1 0967-72-1161 

   2. 川萬屋旅館   上益城郡山都町浜町144       0967-72-0074 

    3. 旅館藤木屋    上益城郡山都町浜町87        0967-72-0102 

   4. 旅館山翠     上益城郡山都町田吉539-1     0967-72-2525 

5. 清和高原の宿 上益城郡山都町井無田1238-14    0967-82-3300 

         6. そよ風パーク     上益城郡山都町今297             0967-83-0880 
                               ~HOTEL WINDY~ 

御所オートランド アクセス  山都中島西インターから ４０分～５０分 



 

 

大会事務局/競技に関する問い合わせ先 

御所オートランド（２４サービス） 代表：松木  迄 09052897752 

goshoautoland.com 

〒861-8041 熊本市東区戸島7-8-7 ２４サービス TEL096-285-3424  

E-MAIL：tujunkyo_ed@yahoo.co.jp 
 
参加申し込み等でのお問い合わせ先 

株式会社 モトスポーツプロモーション 

〒243-0201 神奈川県厚木市上萩野 3683-20 TEL046-205-0874 MAIL : enduro@mspro.jp 


